
RD-9
Classic Analog/Digital Drum Machine with 11 Drum Sounds, 64-Step Sequencer,  
Wave Designer and Dual-Mode Filter

V 4.0
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注意
感電の.恐れがありますので、
カバーやその他の部品を取り

外したり、開けたりしないでください。高
品質なプロ用スピーカーケーブル（¼" TS 標
準ケーブルおよびツイスト ロッキング プ
ラグケーブル）を使用してください。

注意
火事および感電の危険を防ぐ
ため、本装置を水分や湿気の

あるところには設置しないで下さい。装置
には決して水分がかからないように注意
し、花瓶など水分を含んだものは、装置の
上には置かないようにしてください。

注意
このマークが表示されている
箇所には、内部に高圧電流が

生じています。手を触れると感電の恐れが
あります。

注意
取り扱いとお手入れの方法に
ついての重要な説明が付属の

取扱説明書に記載されています。ご使用の
前に良くお読みください。

注意

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してくだ
さ い。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでくだ
さ い。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使
ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、
適切な換気を妨げない場所に設置してく
ださい。取扱説明書に従って設置してくだ
さい。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、
ストーブ、調理台やアンプといった熱源か
ら離して設置してください。

9. ニ極式プラグおよびアースタイプ 
( 三 芯) プラグの安全ピンは取り外さない
でください。ニ極式プラグにはピンが二本
ついており、そのうち一本はもう一方よりも
幅が広くなっています。アースタイプの三芯
プラグにはニ本のピンに加えてアース用の
ピンが一本ついています。これらの幅の広
いピン、およびアースピンは、安全のための
ものです。備え付けのプラグが、お使いの
コンセントの形状と異なる場合は、電器技
師に相談してコンセントの交換をして下さ
い。
10.  電源コードを踏みつけたり、挟んだり
しないようご注意ください。電源コードや
プラグ、コンセント及び製品との接続には
十分にご注意ください。
11.  すべての装置の接地（アース）が確保
されていることを確認して下さい。

12.  電源タップや
電源プラグは電
源遮断機として利
用されている場合
には、これが直ぐ
に操作できるよう
手元に設置して下
さ い。

13.  付属品は本機製造元が指定したもの
のみをお使いください。
14.  カートスタンド、三脚、ブラケット、
テーブルなどは、本機製造元が指定したも
の、もしくは本機の付属品となるもののみ
をお使いください。カートを使用しての運
搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご
注意ください。 
15.  雷雨の場合、もしくは長期間ご使用に
ならない場合は、電源プラグをコンセント
から抜いてください。
16.  故障の際は当社指定のサービス技術
者にお問い合わせください。電源コードも
しくはプラグの損傷、液体の装置内への浸
入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿
気に装置が晒されてしまった場合、正常に
作動しない場合、もしくは装置を地面に落
下させてしまった場合など、いかなる形で
あれ装置に損傷が加わった場合は、装置
の修理・点検を受けてください。

17.  本製品に電源コード
が付属されている場合、
付属の電源コードは本製
品以外ではご使用いただ
けません。電源コードは
必ず本製品に付属された
電源コードのみご使用く
ださい。

18.  ブックケースなどのような、閉じたス
ペースには設置しないでください。
19.  本機の上に点火した蝋燭などの裸火
を置かないでください。
20.  電池廃棄の際には、環境へのご配慮
をお願いします。電池は、かならず電池回
収場所に廃棄してください。
21.  本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使
用ください。

ここに含まれる記述、写真、意見の全
体または一部に依拠して、いかなる人が
損害を生じさせた場合にも、Music Tribe 
は一切の賠償責任を負いません。技術
仕様、外観およびその他の情報は予告
なく変更になる場合があります。商標
はすべて、それぞれの所有者に帰属し
ます。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、 
Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、 
TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones 
および Coolaudio は Music Tribe Global Brands 
Ltd. の商標または登録商標です。© Music 
Tribe Global Brands Ltd. 2022 無断転用禁止。

適用される保証条件と Music Tribe の限
定保証に関する概要については、オン
ライン上 community.musictribe.com/pages/
support#warranty にて詳細をご確認く
ださい。

安全にお使いいただくために

限定保証

法的放棄
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RD-9 フックアップ 
フックアップ

USB out

USB in

Mono Audio Output Audio Input

Studio Monitor

Headphones

Behringer RD-9 がお手元に届きましたら、当社ウェブサイトから最新のアップデータアプリケーションをダウンロードしてください。
ユニットを上の図を参考に接続し、ダウンロードしたアプリケーションを起動して、ユニットを最新のファームウェアにアップデートします。
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RD-9 コントロール
コントロールコントロール 音量部

(1) MASTER (マスター) – メイン出力の音量を制御します。
(2) PHONES (ヘッドフォン) – ヘッドフォンの音量を調節します。

ご注意ください。モニタリングを目的としているため、ヘッド
フォン信号は、ウェーブデザイナーおよびフィルターバス以前
の信号となります。

エフェクト部
Analog Filter (アナログフィルター)

(3) CUTOFF (カットオフ) – フィルターのカットオフ周波数を
調節します。

(4) HPF – フィルターを、ハイパスフィルター (HPF) とローパスフ
ィルター (LPF) の間で切り替えます。

(5) ON (オン)– 点灯時、回路に対しフィルターが
有効になります。

(6) RESONANCE (レゾナンス) – フィルターのレゾナンスを調節し
ます。カットオフポイント周辺の周波数を強調します。

WAVE DESIGNER (ウェーブデザイナー)

(7) ATTACK (アタック) – ウェーブデザイナー回路のアタックの量
を調節します。反時計回りに動かすと信号に対するアタック
の割合を下げ、時計回りに動かすと、選択した信号における
アタックの割合を上げます。

(8) SIG (信号) – ウェーブデザイナー回路に信号が存在すると点
灯します。

(9) SEND (センド)  – ウェーブデザイナーの割り当てメニューを
有効にします。このバスに1つ以上の信号が割り当てられて
いるとボタンが点灯します。

(10) SUSTAIN (サステイン) – ウェーブデザイナー回路のサステイ
ンの量を調節します。反時計回りに動かすと信号に対するサ
ステインの比率を下げ、時計回りに動かすとサステインを伸
ばします。

EDIT (エディット) 部

(11) SAVE (保存) – メモリーロケーションにソングまたはパターン
を保存します。

(12) COPY (コピー) – もう 1 つのメモリーロケーションにソング
またはパターンをコピーします。

(13) ERASE (消去) – 選択したソングまたはパターン
を消去します。

(14) DUMP (ダンプ) – パターン / ソングの MIDI SysEx 
(システムエクスクルージブ)  ダンプをおこないます。

MODE (モード) 部

(15) SONG (ソング) – ソングモードに入ります。16 のソングのうち
1 つをキューします。

(16) PATTERN (パターン) – パターンモードに入ります。16 種類の
パターンからソングを構築します。

(17)  STEP (ステップ) – 選択したボイスで利用可能な各ステップ
を表示します (パターンごとに最大 64 ステップ)。

SYNC (シンク)部

(18) サイクル – シンクに関するさまざまなオプションを循環
します。内部、MIDI、USB または外部クロック。

(19) INT (内部) – ユニットがシンクマスターとなります。
(20) MIDI – MIDI 入力ポートよりシンク信号を受信します。
(21) USB – USB ポートよりシンク信号を受信します。
(22) CLK (クロック) – 外部クロック入力よりシンク信号を受

信します。

(1) (2)

(3) (6)(4) (5)

(7) (8) (9) (10)

(11) (12) (13) (14)

(15) (16) (17)

(18) (19) (20) (21) (22)
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RD-9 コントロール
プレイバック コントロール

(23) TAP/HOLD (タップ/ホールド) – タップしてパターンのテンポ
を設定します。クイックマクロコントロールをおこなうにはホ
ールドします。

(24) ディスプレイ – マルチ機能の4文字ディスプレイです。
(25) レコード – レコードモードを有効にします。
(26) ストップ – プレイ中のソングまたはパターンを停止します。
(27) プレイ/ポーズ – 現在のソングまたはパターンを、再生もしく

は一旦停止します。
(28) DATA (データ) – データ編集のためのエンコーダーです。
(29) DATA MODE (データモード) – 各種データモードを循環

します。モードは Tempo (テンポ)、Swing (スウィング)、 
Probability (プロバビリティ) および Flam (フラム)です。

(30) TEMPO (テンポ) – データエンコーダーでテンポを選択し、調
節します。

(31) SWING (スウィング) – データエンコーダーでスウィングを選
択すると、シャッフルのフィーリングを調節します。

(32) PROB (プロバビリティ) – ステップのプロバビリティを
調節します。

(33) FLAM (フラム) – フラム幅を調節します。

AUTO SCROLL (オートスクロール) 部

(34) AUTO SCROLL (オートスクロール) – ステップモード：プレイヘ
ッドを可視化します。パターンモード：ループが終了すると、
ソングを先へ進めます。

(35) バンク 16/32/48/64 – 白色は、現在のパターンのプレイヘッド
のバンク位置を表示します。青色は現在表示されているバン
ク位置を表示します。

(36)  左側へ - ステップモード = 表示したバンク位置を選択
します。パターンモード = 選択したソングのプレイヘッド位
置を選択します。

(37) LENGTH (長さ) – ステップモード: 選択したパターンの長さを
設定します。 パターンモード = ソング内の選択したパート
のリピート回数を設定します。

(38)  右側へ - ステップモード: 表示したバンク位置を選択し
ます。パターンモード=選択したソングのプレイヘッド位置を
選択します。

ステップおよびノートリピート部

(39) 1 – バリュー 1 でステップまたはノートリピートをおこない
ます。

(40) 2 – バリュー 2 でステップまたはノートリピートをおこな
います。

(41) 4 – バリュー 4 でステップまたはノートリピートをおこない
ます。

(42) 8 – バリュー 8 でステップまたはノートリピートをおこない
ます。

(43) STEP REPEAT (ステップリピート) – 選択した値でステップをリ
ピートします。

(44) NOTE REPEAT (ノートリピート) – 選択した値でノートをリピー
トするか、ノートをシングルショットします。

(45) TRIGGER (トリガー) – 有効にすると、リピートをトリガーし
ます。

(46) 1/2/4/8 – 選択したリピート回数を表示します。

(29)(25) (26) (27)

(30) (31) (32) (33)(23) (24) (28)

(36) (37) (38)

(35)

(34)

(45)(39) (40) (41) (42) (43) (44)

(46)

トラックコントロールおよびセッティング

(47) MUTE (ミュート) – ミュートメニューを起動します。
(48) SOLO (ソロ) – ソロメニューを起動します。
(49) ステップボタン – パターンへのステップ情報の入力およ

び、(50) “SETTINGS” ボタンと併用し、各種システムタスクで、よ
り細かい編集をおこないます。

(50) SETTINGS (セッティング) –  (49) “STEP” ボタンと組み合わ
せて使用し、異なるオペレーションモードを選択します 
(詳しくはユーザーマニュアルをご覧ください)。 

(51) AUTOFILL (オートフィル) – フィルパターンを選択および追加
します。

(49)

ボイスコントロール

(52) LEVEL (レベル) – 11 種のボイスのレベルおよびアクセント。
(53) TUNE (チューン) – バスドラムに適用されているピッチエンベ

ロープデプスの制御、スネア／タムのサウンドのピッチ変更お
よび、ハイハット、ライド並びにクラッシュの周波数の制御を
おこないます。

(54) ATTACK (アタック) – バスドラムサウンドのアタック部分を制
御します。

(55) DECAY (ディケイ) – 減衰時間を、反時計回り方向に動かすと
短く、時計回り方向に動かすと長くします。

(56) TONE (トーン) – ボイスにフィルターを適用します。反時計回
りに動かすと高域を低減します。

(57) SNAPPY (スナッピー) – スネアサウンドのスナッピー音の量
を調節します。時計回りに動かすとスナッピー音が大きくな
ります。

(58) ボイスセレクト – パターン、ウェーブデザイナー／フィルター
の編集、ソロまたはミュートをするボイスを選択します。 

(59) PITCH DEPTH (ピッチデプス) – バスドラム オシレーターへ作
用するピッチエンベロープの深さを設定します。

(60) PITCH (ピッチ) – バスドラム オシレーターの周波数を設定
します。

(61) CH DECAY (クローズドハイハット ディケイ) – クローズドハイ
ハットの減衰時間を変更します。反時計回り方向に動かすと
短く、時計回り方向に動かすと長くします。

(62) OH DECAY (オープンハイハットディケイ) – オープンハイハッ
トの減衰時間を変更します。反時計回り方向に動かすと短
く、時計回り方向に動かすと長くします。

(63) CRASH TUNE (クラッシュチューン) – クラッシュボイスのピッ
チを変更します。

(64) RIDE TUNE (ライドチューン) - ライドボイスのピッチを変更
します。

(52)

(59)

(55)
(56)

(57)

(53)

(54)

(61)

(64)

(62)

(63)

(58)(60)
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背面パネル接続端子

(65) POWER (電源) – 付属の電源ユニットをここに接続し、電源ス
イッチを押して本機をオンにします。

(66) PHONES (ヘッドフォン) - ヘッドフォンを 6.35 mm (¼") TRS コネ
クターで接続します。

(67) MONO (モノラル) – 6.35 mm (¼") TRS コネクターのメイン出力
端子です。

(68) RETURN (リターン) – オーディオポストフィルターバスを加算
します。

(69) USB – コンピューターに接続し、アップデートおよび 
DAW コントロールをおこないます。 

(70) MIDI IN (MIDI 入力) – シーケンサーや DAW など、外部 MIDI 
機器より MIDI を入力します。

(71) MIDI OUT (MIDI 出力) – 外部 MIDI 機器へ MIDI データを出力
します。

(72) MIDI THRU (MIDI スルー) – 入力された MIDI データを直接ほ
かの機器へ送出します。 

(73) RIDE INDIVIDUAL OUTPUT – ライドのアンバランス出力。
(74) CRASH INDIVIDUAL OUTPUT – クラッシュのアンバランス出力。
(75) HI HAT INDIVIDUAL OUTPUT – ハイハットのアンバランス出力。
(76) CLAP INDIVIDUAL OUTPUT – ハンドクラップのアンバラン

ス出力。
(77) RIM SHOT INDIVIDUAL OUTPUT – リムショットのアンバラン

ス出力。

(78) HI TOM INDIVIDUAL OUTPUT – ハイタムのアンバランス出力。
(79) MID TOM INDIVIDUAL OUTPUT – ミッドタムのアンバラン

ス出力。
(80) LOW TOM INDIVIDUAL OUTPUT – ロータムのアンバランス出力。
(81) SNARE INDIVIDUAL OUTPUT – スネアドラムのアンバラン

ス出力。
(82) BASS INDIVIDUAL OUTPUT – バスドラムのアンバランス出力。
(83) TRIGGER OUT 1 – 外部機器をトリガーする、+5 V 2 ms パルス。
(84) TRIGGER OUT 2 – 外部機器をトリガーする、 

+5 V 2 ms パルス。
(85) TRIGGER OUT 3 – 外部機器をトリガーする、+5 V 2 ms パルス。
(86) CLOCK IN (クロック入力) – クロック情報を送信する外部機

器にシンク (同期)します。
(87) CLOCK OUT (クロック出力) – 外部機器を Rhythm Designer にシ

ンクさせます。

(65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86)(87)

ソフトウェアアップデート
RD-9 アップデータは www.musictribe.com. よりダウンロードいただけます。アップデートに付属のリリースノートに記載されている手順に
したがいアップデートをおこなってください。

Voices 
サウンド数 11 
タイプ 

アナログ 
バスドラム、スネアドラム、ロー
タム、ミッドタム、ハイタム、リ
ムショット、クラップ 

デジタル (サンプリング) ハットクローズ、ハットオープ
ン、クラッシュ、ライド 

同時ボイス数 10 
サウンドコントロール類 

アクセント レベル 

バスドラム チューン、レベル、アタック、デ
ィケイ、ピッチ、ピッチデプス 

スネアドラム チューン、レベル、トーン、スナ
ッピー 

ロー、ミッド、ハイタム レベル、チューニング、ディケイ 
リムショット / クラップ レベル 

ハイハット 
チューン、レベル、ハットクロ
ーズディケイ、ハットオープン
ディケイ 

シンバル 
クラッシュレベル、ライドレベ
ル、クラッシュチューン、ライド
チューン 

選択ボタン 11 ボイス セレクトボタン 
Connectivity 

出力 

ヘッドフォン端子 1 x ¼ インチ TRS、ステレオ、 
8 Ωインピーダンス 

モノラル 1 x ¼ インチ TRS、サーボバラ
ンス

ボイス出力 10 x ¼ インチ TS、アンバランス 
MIDI 入力、出力およびスルー 3 x 5 ピン式 DIN 
トリガー出力 3 x +5 V, 2 ms パルス 

同期入力 / 出力 
2 x 1/8 インチ TRS（チップはクロ
ック、リングはスタートメッセ
ージ） 

USB クラスコンプライアント  
USB 2.0、B タイプ 

対応 OS Windows 7 以降　 
Mac OS X 10.6.8 以降 

音量コントロール マスター、ヘッドフォン 
リターン（入力） 1 x ¼ インチ TRS、バランス 

Wave Designer 
Bus 10 ボイス、独立割り当て可能 
コントロール類 

アタック -15 〜 +15 dB、調節可能 
サステイン -24 〜 +24 dB、調節可能
センドボタン オン / オフ、切替可能 
信号 LED 赤色 

Analog Filter 
タイプ 状態変数、12 d スロープ 
カットオフ 10 Hz - 15 kHz、調節可能
レゾナンス 0 - 10、調節可能
HPFボタン LPF / HPF モード、切替可能 
オン ボタン オン / オフ、切替可能

Sync Section 

モードセレクター INT（内部）/ MIDI / USB / TRIG  
(トリガー)、選択可能 

Sequencer Section 

エディットボタン 保存、コピー、消去およびダ
ンプ 

モードボタン ソング、パターンおよびステ
ップ 

コントロール データ編集可能なエンコー
ダー 

プレイバックコントロール タップ / ホールド、レコード、停
止、プレイ / 一旦停止 

データモード テンポ / スイング / プロブ / 
フラム、選択可能 

自動スクロール 
オン / オフ、巻き戻し、レング
ス (16 / 32 / 48 / 64、選択可
能)、早送り 

トリガー
オン／オフ、部分をリピート  
(1 / 2 / 4 / 8、選択可能)、ステ
ップリピート、ノートリピート 

トラック Mute（ミュート）/ solo（ソロ）、
選択可能

ステップボタン 16 ステップ エンターボタン 
Settings 

設定 設定モードに入り、ステップボ
タンを使用して操作を選択。 

Autofill 

オートフィル オートフィルセクションモード
に入る 

Songs / Storage 

ソングモード 
16 のソングの任意のものを、
任意の組み合わせでチェーン
連結 可能

Pattern / Storage 
キャパシティ 16 ソング、16 パターン 
ステップ 64 ステップ 

Power Supply 
外部電源アダプター 18 V DC, 1000 mA 
消費電力 14.4 W (公称典型)

Environmental 
動作温度範囲 5°C 〜 40°C (41°F 〜 104°F) 

Physical 

サイズ（高さ x 幅 x 奥行き） 78 x 477 x 264 mm  
(3.1 x 18.8 x 10.4 インチ) 

重量 3.0 kg (6.6 lbs)

技術仕様RD-9 コントロール
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その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:  
ユニットをパワーソケットに接続する前
に、各モデルに対応した正しい主電源を
使用していることを確認してください。
ユニットによっては、230 V と 120 V の 
2 つの違うポジションを切り替えて使う、
ヒューズの格納部を備えているものがあ
ります。正しくない値のヒューズは、絶
対に適切な値のヒューズに交換されてい
る必要がありま す。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様
のお近くにないときは、musictribe.com の 
“Support” 内に列記されている、お客様の国
の Music Tribe ディストリビューターにコン
タクトすることができます。お 客様の国
がリストにない場合は、同じ musictribe.com 
の “Support” 内にある “Online Support” でお客
様の問題が処理できないか、チェックし
てみてください。あるいは、商品を返送
する前に、musictribe.com で、オンラインの
保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コー
ドを接続する前に、本製品に適切な電圧
を使用していることをご確認ください。
不具合が発生したヒューズは必ず電圧お
よび電流、種類が同じヒューズに交換す
る必要があります。

その他の重要な情報
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